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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局との無線通信を実行する無線基地局であって、
　セル内に位置する全ての前記移動局に対して共通に用いられる共通制御チャネルを、前
記無線基地局ごとに割り当てられる所定の無線通信用パラメータを用いて送信する共通制
御チャネル送信部と、
　所定の送信パターンにしたがって、前記共通制御チャネルを前記共通制御チャネル送信
部から送信させる送信パターン制御部と、
　少なくも何れかの前記移動局が受信した前記共通制御チャネルの受信レベルを取得する
共通制御チャネル受信レベル取得部と、
　前記共通制御チャネル受信レベル取得部が取得した前記受信レベルと、前記所定の送信
パターンとに基づいて、前記所定の無線通信用パラメータが他の無線基地局と重複してい
るか否かを判定する重複判定部と
を備える無線基地局。
【請求項２】
　前記重複判定部によって前記所定の無線通信用パラメータが他の無線基地局と重複して
いると判定された場合、前記所定の無線通信用パラメータの値を変更するパラメータ変更
部をさらに備える請求項１に記載の無線基地局。
【請求項３】
　前記パラメータ変更部によって前記所定の無線通信用パラメータの値が変更された場合



(2) JP 4755935 B2 2011.8.24

10

20

30

40

50

、変更後の無線通信用パラメータを前記他の無線基地局に通知するパラメータ通知部をさ
らに備える請求項２に記載の無線基地局。
【請求項４】
　前記送信パターン制御部は、前記共通制御チャネルの送信と、前記共通制御チャネルの
送信停止とを繰り返す前記所定の送信パターンにしたがって、前記共通制御チャネルを前
記共通制御チャネル送信部から送信させる請求項１に記載の無線基地局。
【請求項５】
　前記共通制御チャネルの送信停止が継続される時間は、前記移動局が前記セル外に移動
したと判定するまでの時間、または前記移動局が他の無線基地局を介した通信に移行する
と判定するまでの時間よりも短い請求項４に記載の無線基地局。
【請求項６】
　前記重複判定部は、前記共通制御チャネルの送信停止時における前記受信レベルが第１
の閾値以上である場合、前記所定の無線通信用パラメータが前記他の無線基地局と重複し
ていると判定する請求項４に記載の無線基地局。
【請求項７】
　前記共通制御チャネル受信レベル取得部は、前記他の無線基地局が形成するセル内に位
置する移動局が前記他の無線基地局から受信した共通制御チャネルの受信レベルを、前記
他の無線基地局から取得する請求項１に記載の無線基地局。
【請求項８】
　前記重複判定部は、前記他の無線基地局が共通制御チャネルを連続して送信している間
において、前記他の無線基地局によって形成されるセル内に位置する前記移動局の受信レ
ベルのパターンが、前記所定の送信パターンと一致する場合、前記所定の無線通信用パラ
メータが前記他の無線基地局と重複していると判定する請求項７に記載の無線基地局。
【請求項９】
　前記重複判定部は、前記受信レベルが第２の閾値以下となるタイミングが、前記共通制
御チャネルの送信停止時と同期する場合、前記所定の無線通信用パラメータが前記他の無
線基地局と重複していると判定する請求項８に記載の無線基地局。
【請求項１０】
　前記送信パターン制御部は、前記セル内に位置する前記移動局の数が所定数以上になっ
た場合、前記所定の送信パターンにしたがって、前記共通制御チャネルを前記共通制御チ
ャネル送信部から送信させる請求項１に記載の無線基地局。
【請求項１１】
　移動局との無線通信を実行する無線基地局ごとに割り当てられる所定の無線通信用パラ
メータが重複して割り当てられていることを検出する無線通信用パラメータの重複検出方
法であって、
　前記無線基地局が、前記無線基地局によって形成されるセル内に位置する全ての前記移
動局に対して共通に用いられる共通制御チャネルを、前記無線基地局ごとに割り当てられ
る所定の無線通信用パラメータを用いて送信するステップと、
　前記無線基地局が、所定の送信パターンにしたがって、前記共通制御チャネルを送信す
るステップと、
　前記無線基地局が、少なくも何れかの前記移動局が受信した前記共通制御チャネルの受
信レベルを取得するステップと、
　前記無線基地局が、前記取得するステップにおいて取得された前記受信レベルと、前記
所定の送信パターンとに基づいて、前記所定の無線通信用パラメータが他の無線基地局と
重複しているか否かを判定するステップと
を備える無線通信用パラメータの重複検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局との無線通信を実行する無線基地局及び無線通信用パラメータの重複
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検出方法に関し、特に、無線基地局ごとに割り当てられる拡散コードなどの無線通信用パ
ラメータが重複して複数の無線基地局に割り当てられていることを検出する無線基地局及
び無線通信用パラメータの重複検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線基地局と複数の移動局との間において、同時期に複数の通信が実行される多元接続
型の無線通信システムでは、それぞれの通信に用いられる無線通信路を識別することが必
要となる。例えば、符号分割多元接続方式（ＣＤＭＡ）にしたがった無線通信システム（
いわゆる第３世代移動体通信システム）では、それぞれの無線通信路は、ランダムな符号
系列である拡散コード（無線通信用パラメータ）により識別される。具体的には、拡散コ
ードとして、ユーザデータの広帯域拡散に用いられるチャネライゼーションコードと、セ
ル間における混信の防止に用いられるスクランブリングコード（ＳｃＣ）とが設定される
。
【０００３】
　第３世代移動体通信システムのひとつであるＷ－ＣＤＭＡでは、５１２種類のスクラン
ブリングコード（下り方向）が規定されている。このように、スクランブリングコードは
有限であるため、近隣のセルに同一のスクランブリングコードを割り当てないようにしつ
つ、システム内において同一のスクランブリングコードが繰り返し割り当てられる。
【０００４】
　従来、スクランブリングコードの割り当てでは、計算機を用いたシミュレーションによ
り電波の到達エリアがオーバラップすると推定された無線基地局には同一のスクランブリ
ングコードを割り当てないようにする対応がとられてきた。このため、トラヒックの増加
に応じて新たに無線基地局を設置する場合、スクランブリングコードの割り当てを再検討
する必要があった。さらに、計算機を用いたシミュレーションによる電波の到達エリアと
、実際の電波の到達エリアとに誤差が生じた場合もスクランブリングコードの割り当てを
再検討する必要があった。
【０００５】
　そこで、無線通信システム（無線基地局及び移動局）が、自律的にスクランブリングコ
ード（下り方向）を決定する方法が開示されている（例えば、特許文献１）。具体的には
、無線基地局が、スクランブリングコード（下り方向）を自律的に決定する。移動局は、
当該無線基地局と、当該無線基地局の周辺に位置する他の無線基地局とが用いているスク
ランブリングコード（下り方向）の重複を検出する。移動局は、スクランブリングコード
が重複していることを、スクランブリングコードを自律的に決定した無線基地局に通知す
る。移動局から当該通知を受信した無線基地局は、異なるスクランブリングコード（下り
方向）に変更する。
【特許文献１】特開２００５－１７５６１１号公報（第９－１０頁、第６図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来のスクランブリングコードを決定する方法には、次のよう
な問題があった。すなわち、スクランブリングコードなど、無線基地局ごとに割り当てら
れる無線通信用パラメータの重複を検出するためには、移動局が当該機能を具備する必要
がある。つまり、Ｗ－ＣＤＭＡなど、既にサービスが提供されている現行の無線通信シス
テムにおいて当該方法を採用することは、移動局の置換や改修を伴うため、現実的ではな
い。
【０００７】
　そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、無線基地局ごとに割
り当てられる無線通信用パラメータの重複を検出する機能を移動局に具備することなく、
無線通信用パラメータが他の無線基地局と重複していることを検出することができる無線
基地局及び無線通信用パラメータの重複検出方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した問題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。まず、本発明
の第１の特徴は、移動局（移動局３００Ａ～３００Ｎ）との無線通信を実行する無線基地
局（例えば、無線基地局１００Ｄ）であって、セル（セル１０Ｄ）内に位置する全ての前
記移動局に対して共通に用いられる共通制御チャネル（共通制御チャネルＣＨＤ）を、前
記無線基地局ごとに割り当てられる所定の無線通信用パラメータ（スクランブリングコー
ドＣＤ）を用いて送信する共通制御チャネル送信部（共通制御チャネル送信部１１４）と
、所定の送信パターン（送信パターンＰ１）にしたがって、前記共通制御チャネルを前記
共通制御チャネル送信部から送信させる送信パターン制御部（送信レベル決定部１１０）
と、少なくも何れかの前記移動局が受信した前記共通制御チャネルの受信レベルを取得す
る共通制御チャネル受信レベル取得部（受信部１０４及び受信レベル観測部１０８）と、
前記共通制御チャネル受信レベル取得部が取得した前記受信レベルと、前記所定の送信パ
ターンとに基づいて、前記所定の無線通信用パラメータが他の無線基地局（例えば、無線
基地局１００Ａ）と重複しているか否かを判定する重複判定部（重複判定部１０６）とを
備えることを要旨とする。
【０００９】
　このような無線基地局によれば、移動局が受信した共通制御チャネルの受信レベルと、
所定の送信パターンとに基づいて、拡散コードなど、所定の無線通信用パラメータが他の
無線基地局と重複しているか否かが判定される。なお、移動局による共通制御チャネルの
受信レベルの測定は、移動局の既存機能を用いて実現できる。
【００１０】
　このため、無線基地局ごとに割り当てられる無線通信用パラメータの重複を検出する機
能を移動局に具備することなく、無線通信用パラメータが他の無線基地局と重複している
ことを検出することができる。
【００１１】
　本発明の第２の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記重複判定部によって前記所定
の無線通信用パラメータが他の無線基地局と重複していると判定された場合、前記所定の
無線通信用パラメータの値を変更するパラメータ変更部（パラメータ変更部１１６）をさ
らに備えることを要旨とする。
【００１２】
　本発明の第３の特徴は、本発明の第２の特徴に係り、前記パラメータ変更部によって前
記所定の無線通信用パラメータの値が変更された場合、変更後の無線通信用パラメータを
前記他の無線基地局に通知するパラメータ通知部（パラメータ通知部１１８）をさらに備
えることを要旨とする。
【００１３】
　本発明の第４の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記送信パターン制御部は、前記
共通制御チャネルの送信と、前記共通制御チャネルの送信停止とを繰り返す前記所定の送
信パターンにしたがって、前記共通制御チャネルを前記共通制御チャネル送信部から送信
させることを要旨とする。
【００１４】
　本発明の第５の特徴は、本発明の第４の特徴に係り、前記共通制御チャネルの送信停止
が継続される時間は、前記移動局が前記セル外に移動したと判定するまでの時間、または
前記移動局が他の無線基地局を介した通信に移行すると判定するまでの時間（区間Ｓ１）
よりも短いことを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第６の特徴は、本発明の第４の特徴に係り、前記重複判定部は、前記共通制御
チャネルの送信停止時における前記受信レベルが第１の閾値（重複判定閾値１）以上であ
る場合、前記所定の無線通信用パラメータが前記他の無線基地局と重複していると判定す
ることを要旨とする。
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【００１６】
　本発明の第７の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記共通制御チャネル受信レベル
取得部は、前記他の無線基地局が形成するセル（例えば、セル１０Ａ）内に位置する移動
局が前記他の無線基地局から受信した共通制御チャネル（共通制御チャネルＣＨＡ）の受
信レベルを、前記他の無線基地局から取得することを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第８の特徴は、本発明の第７の特徴に係り、前記重複判定部は、前記他の無線
基地局が共通制御チャネルを連続して送信している間において、前記他の無線基地局によ
って形成されるセル内に位置する前記移動局の受信レベルのパターンが、前記所定の送信
パターンと一致する場合、前記所定の無線通信用パラメータが前記他の無線基地局と重複
していると判定することを要旨とする。
【００１８】
　本発明の第９の特徴は、本発明の第８の特徴に係り、前記重複判定部は、前記受信レベ
ルが第２の閾値（重複判定閾値２）以下となるタイミングが、前記共通制御チャネルの送
信停止時と同期する場合、前記所定の無線通信用パラメータが前記他の無線基地局と重複
していると判定することを要旨とする。
【００１９】
　本発明の第１０の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記送信パターン制御部は、前
記セル内に位置する前記移動局の数が所定数以上になった場合、前記所定の送信パターン
にしたがって、前記共通制御チャネルを前記共通制御チャネル送信部から送信させること
を要旨とする。
【００２０】
　本発明の第１１の特徴は、移動局との無線通信を実行する無線基地局ごとに割り当てら
れる所定の無線通信用パラメータが重複して割り当てられていることを検出する無線通信
用パラメータの重複検出方法であって、前記無線基地局によって形成されるセル内に位置
する全ての前記移動局に対して共通に用いられる共通制御チャネルを、所定の送信パター
ンにしたがって送信するステップと、少なくも何れかの前記移動局が受信した前記共通制
御チャネルの受信レベルを取得するステップと、前記取得するステップにおいて取得され
た前記受信レベルと、前記所定の送信パターンとに基づいて、前記所定の無線通信用パラ
メータが他の無線基地局と重複しているか否かを判定するステップとを備えることを要旨
とする。
【００２１】
　また、前記判定するステップにおいて前記所定の無線通信用パラメータが他の無線基地
局と重複していると判定された場合、前記所定の無線通信用パラメータの値を変更するス
テップをさらに備えてもよい。
【００２２】
　さらに、前記変更するステップにおいて前記所定の無線通信用パラメータの値が変更さ
れた場合、変更後の無線通信用パラメータを前記他の無線基地局に通知するステップをさ
らに備えてもよい。
【００２３】
　また、前記送信するステップでは、前記無線基地局が、前記所定の送信パターンにした
がって前記共通制御チャネルを送信し、前記取得するステップでは、前記無線基地局から
送信された前記共通制御チャネルを受信した前記移動局から前記受信レベルを取得し、前
記判定するステップでは、前記無線基地局から送信された前記共通制御チャネルを受信し
た前記移動局から取得した前記受信レベルに基づいて、前記所定の無線通信用パラメータ
が前記他の無線基地局と重複しているか否かを判定してもよい。
【００２４】
　さらに、前記送信するステップでは、前記無線基地局が、前記所定の送信パターンと異
なり、前記共通制御チャネルを連続して送信し、前記取得するステップでは、前記他の無
線基地局から送信された前記共通制御チャネルを受信した前記移動局から前記受信レベル
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を取得し、前記判定するステップでは、前記他の無線基地局から送信された前記共通制御
チャネルを受信した前記移動局から取得した前記受信レベルに基づいて、前記所定の無線
通信用パラメータが前記他の無線基地局と重複しているか否かを判定してもよい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の特徴によれば、無線基地局ごとに割り当てられる無線通信用パラメータの重複
を検出する機能を移動局に具備することなく、無線通信用パラメータが他の無線基地局と
重複していることを検出することができる無線基地局及び無線通信用パラメータの重複検
出方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　次に、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の図面の記載において、同一ま
たは類似の部分には、同一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なもの
であり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。
【００２７】
　したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、
図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論で
ある。
【００２８】
（無線アクセスネットワークの概略構成）
　図１は、本実施形態に係る無線アクセスネットワークの概略構成図である。図１に示す
ように、本実施形態に係る無線アクセスネットワークは、ＣＤＭＡを用いる無線通信シス
テムを構成する。本実施形態では、無線アクセスネットワークには、無線基地局１００Ａ
～１００Ｄ、及び制御ルータ２００Ａ，２００Ｂが含まれる。
【００２９】
　無線基地局１００Ａ～１００Ｄは、ＣＤＭＡにしたがって移動局３００Ａ、３００Ｂ及
び３００Ｎとの無線通信を実行する。また、無線基地局１００Ａ～１００Ｄは、セル内に
位置する全ての移動局に対して共通に用いられる共通制御チャネルＣＨＡ～ＣＨＤを送信
することができる。
【００３０】
　制御ルータ２００Ａは、無線基地局１００Ａ、１００Ｂ及び１００Ｄと接続される。制
御ルータ２００Ｂは、無線基地局１００Ｃと接続される。また、制御ルータ２００Ａと制
御ルータ２００Ｂとは、通信可能に接続される。
【００３１】
　制御ルータ２００Ａ，２００Ｂは、無線基地局１００Ａ～１００Ｄが送受信する制御用
のパケットなどのルーティング処理を実行する。なお、無線基地局、制御ルータ及び移動
局の数は、図１に示した数に限定されるものではない。
【００３２】
　本実施形態に係る無線アクセスネットワークでは、ＣＤＭＡのＦＤＤ（frequency Divi
sion Duplex）方式、または同ＴＤＤ（Time Division Duplex）方式が用いられる。また
、無線基地局１００Ａ～１００Ｄには、無線基地局ごとに異なる拡散コード、具体的には
、スクランブリングコード（ＳｃＣ）が設定される。
【００３３】
　図１に示すように、無線基地局１００ＡのスクランブリングコードＣＡは、ＳｃＣ＃１
に設定される。また、無線基地局１００ＢのスクランブリングコードＣＢは、ＳｃＣ＃２
に設定される。さらに、無線基地局１００ＣのスクランブリングコードＣＣは、ＳｃＣ＃
３に設定される。つまり、送信する電波の到達エリア（セル）がオーバラップする無線基
地局１００Ａ～１００Ｄでは、同一のスクランブリングコードは設定されず、異なるスク
ランブリングコードが設定される。
【００３４】
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　ここで、無線基地局１００Ｄは、既設の無線基地局１００Ａ～１００Ｃに加え、新たに
設置された無線基地局である。無線基地局１００ＤのスクランブリングコードＣＤは、当
初無線基地局１００Ｄにより自律的にＳｃＣ＃１に設定される。無線基地局１００Ｄは、
スクランブリングコードＣＤをＳｃＣ＃１に自律的に設定後、ＳｃＣ＃１がスクランブリ
ングコードＣＡと重複していることを検出し、無線基地局１００Ａ～１００Ｃにおいて用
いられていないＳｃＣ＃４をスクランブリングコードＣＤとして設定する。
【００３５】
（機能ブロック構成）
　次に、上述した無線アクセスネットワークに含まれる無線基地局１００Ｄ、及び制御ル
ータ２００Ａの機能ブロック構成について説明する。なお、無線基地局１００Ａ～１００
Ｃも無線基地局１００Ｄと同様の機能ブロック構成を有する。また、制御ルータ２００Ｂ
も制御ルータ２００Ａと同様の機能ブロック構成を有する。
【００３６】
　また、以下、本発明との関連がある部分について主に説明する。したがって、無線基地
局１００Ｄ及び制御ルータ２００Ａは、当該装置としての機能を実現する上で必須な、図
示しない或いは説明を省略した論理ブロック（電源部など）を備える場合があることに留
意されたい。
【００３７】
（１）無線基地局１００Ｄ
　図２は、無線基地局１００Ｄの機能ブロック構成図である。図２に示すように、無線基
地局１００Ｄは、送信部１０２、受信部１０４、重複判定部１０６、受信レベル観測部１
０８、送信レベル決定部１１０、受信レベル要求通知部１１２、共通制御チャネル送信部
１１４、パラメータ変更部１１６及びパラメータ通知部１１８を備える。
【００３８】
　送信部１０２は、受信レベル要求通知部１１２またはパラメータ通知部１１８から出力
された指示に基づいて、所定の無線信号を送信する。また、送信部１０２は、制御ルータ
２００Ａに向けて各種パケットを送信する。
【００３９】
　さらに、送信部１０２は、共通制御チャネル送信部１１４から出力された共通制御チャ
ネル信号を無線信号に変調し、変調した無線信号を送信する。なお、本実施形態では、共
通制御チャネル送信部１１４から出力された共通制御チャネル信号を無線信号に変調し、
変調した無線信号を送信することを、「共通制御チャネルを送信する」と適宜表現する。
【００４０】
　受信部１０４は、移動局３００Ａ、３００Ｂまたは３００Ｎから送信された無線信号を
受信する。また、受信部１０４は、制御ルータ２００Ａから各種パケットを受信する。
【００４１】
　重複判定部１０６は、無線基地局１００Ｄの下り方向のスクランブリングコードＣＤが
、他の無線基地局に設定されているスクランブリングコードと重複しているか否かを判定
する。具体的には、重複判定部１０６は、受信レベル観測部１０８が移動局（例えば、移
動局３００Ａ）から取得した当該移動局の受信レベルと、送信部１０２から送信された共
通制御チャネルの送信パターンＰ１（所定の送信パターン、図６参照）とに基づいて、ス
クランブリングコードＣＤ（所定の無線通信用パラメータ）が他の無線基地局と重複して
いるか否かを判定する。
【００４２】
　より具体的には、重複判定部１０６は、共通制御チャネルＣＨＤの送信停止時における
移動局の受信レベルが重複判定閾値１（第１の閾値）以上である場合（図８参照）、スク
ランブリングコードＣＤが他の無線基地局（例えば、無線基地局１００Ａ）と重複してい
ると判定することができる。一方、重複判定部１０６は、共通制御チャネルＣＨＤの送信
停止時における移動局の受信レベルが重複判定閾値１未満である場合（図１０参照）、ス
クランブリングコードＣＤが他の無線基地局と重複していないと判定することができる。
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【００４３】
　なお、移動局は、スクランブリングコードごとの受信レベルを示す情報を、スクランブ
リングコードの種別（例えば、ＳｃＣ＃１）とともに無線基地局に送信する。重複判定部
１０６は、移動局から受信した受信レベル及びスクランブリングコードの種別に基づいて
、当該受信レベルと共通制御チャネルＣＨＤの送信パターンＰ１とを比較することによっ
て、スクランブリングコードが他の無線基地局と重複しているか否かを判定する。
【００４４】
　また、重複判定部１０６は、他の無線基地局（例えば、無線基地局１００Ａ）が共通制
御チャネル（共通制御チャネルＣＨＡ）を連続して送信している間において、当該他の無
線基地局によって形成されるセル（セル１０Ａ）内に位置する移動局の受信レベルの受信
パターンＰ２（図９参照）が、送信パターンＰ１と一致する場合、スクランブリングコー
ドＣＤが他の無線基地局と重複していると判定することができる。具体的には、重複判定
部１０６は、移動局の受信レベルが重複判定閾値２（第２の閾値）以下となるタイミング
が、共通制御チャネルＣＨＤの送信停止時と同期する場合（図９参照）、スクランブリン
グコードＣＤが他の無線基地局と重複していると判定する。
【００４５】
　受信レベル観測部１０８は、移動局３００Ａ、３００Ｂまたは３００Ｎが受信した共通
制御チャネルＣＨＤの受信レベルを観測する。具体的には、受信レベル観測部１０８は、
　移動局３００Ａ、３００Ｂまたは３００Ｎが受信した共通制御チャネルＣＨＤの受信レ
ベルを示す情報を、当該移動局から受信する。本実施形態では、受信部１０４と受信レベ
ル観測部１０８とによって、共通制御チャネル受信レベル取得部が構成される。
【００４６】
　また、受信レベル観測部１０８は、他の無線基地局（例えば、無線基地局１００Ａ）が
形成するセル内に位置する移動局が受信した共通制御チャネルＣＨＡの受信レベルを示す
情報を、当該他の無線基地局から取得することもできる。
【００４７】
　送信レベル決定部１１０は、送信部１０２を介して共通制御チャネル送信部１１４から
送信される共通制御チャネルＣＨＤの送信レベル（送信電力）を決定する。具体的には、
送信レベル決定部１１０は、送信パターンＰ１（図６参照）にしたがって、共通制御チャ
ネルＣＨＤを共通制御チャネル送信部１１４から送信させる。本実施形態において、送信
レベル決定部１１０は、送信パターン制御部を構成する。
【００４８】
　図６に示すように、送信レベル決定部１１０は、共通制御チャネル信号が変調された無
線信号の送信電力を送信パターンＰ１に基づいて、所定の周期で変化させる。具体的には
、送信レベル決定部１１０は、共通制御チャネルＣＨＤの送信と、共通制御チャネルＣＨ

Ｄの送信停止とを繰り返す送信パターンＰ１にしたがって、共通制御チャネルＣＨＤを共
通制御チャネル送信部１１４から送信させる。
【００４９】
　なお、図７に示すように、共通制御チャネルＣＨＤの送信停止が継続される時間は、移
動局（例えば、移動局３００Ａ）が無線基地局１００Ｄのセル１０Ｄ（図５（ａ）参照）
外に移動したと判定するまで（図中のタイミングｔ１）の時間、または移動局が他の無線
基地局を介した通信に移行すると判定するまでの時間（図中の区間Ｓ１）よりも短く設定
される。具体的には、図７に示すように、移動局が在圏している無線基地局（在圏基地局
）の共通制御チャネルの受信レベルが、一定のヒステリシス時間（つまり、区間Ｓ１に相
当）継続して小さくなることによって、当該移動局が他の無線基地局に変更したり、また
は圈外と判定したりしないように、共通制御チャネルの送信停止が継続される時間は、当
該ヒステリシス時間より短く設定される。
【００５０】
　また、送信レベル決定部１１０は、送信パターンＰ１と異なり、共通制御チャネルＣＨ

Ｄを連続して共通制御チャネル送信部１１４から送信させること（図９参照）もできる。
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【００５１】
　さらに、送信レベル決定部１１０は、無線基地局１００Ｄのセル１０Ｄ（図５（ａ）参
照）内に位置する移動局の数が所定数以上になった場合、送信パターンＰ１にしたがって
、共通制御チャネルＣＨＤを共通制御チャネル送信部１１４から送信させることもできる
。
【００５２】
　受信レベル要求通知部１１２は、受信レベル観測部１０８からの指示に応じて、セル１
０Ｄ内に位置する移動局に、共通制御チャネルＣＨＤの受信レベルを示す情報の報告を要
求する受信レベル要求通知を生成する。生成された受信レベル要求通知は、送信部１０２
を介して移動局に送信される。さらに、受信レベル要求通知部１１２は、共通制御チャネ
ルＣＨＤの受信レベルを示す情報を定期的に報告するように、移動局に要求することもで
きる。
【００５３】
　また、受信レベル要求通知部１１２は、受信レベル観測部１０８からの指示に応じて、
他の無線基地局（例えば、無線基地局１００Ａ）が形成するセル内に位置する移動局が受
信した共通制御チャネルＣＨＡの受信レベルを示す情報の報告を、当該他の無線基地局に
要求する受信レベル要求通知を生成することもできる。生成された当該受信レベル要求通
知は、送信部１０２及び制御ルータを介して他の無線基地局に送信される。
【００５４】
　さらに、受信レベル要求通知部１１２は、他の無線基地局から受信レベル要求通知を受
信した場合、セル１０Ｄ内に位置する移動局が受信した共通制御チャネルＣＨＡの受信レ
ベルを示す情報を当該他の無線基地局に報告することもできる。
【００５５】
　共通制御チャネル送信部１１４は、送信レベル決定部１１０によって決定された送信レ
ベルに基づいて、スクランブリングコードＣＤを用いて共通制御チャネルＣＨＤを送信す
る。
【００５６】
　パラメータ変更部１１６は、重複判定部１０６によってスクランブリングコードＣＤが
他の無線基地局と重複していると判定された場合、スクランブリングコードＣＤの値を変
更する。例えば、パラメータ変更部１１６は、当初ＳｃＣ＃１に設定したスクランブリン
グコードＣＤが、無線基地局１００ＡのスクランブリングコードＣＡと重複していると判
定された場合、スクランブリングコードＣＤの値をＳｃＣ＃４に変更する。
【００５７】
　パラメータ通知部１１８は、パラメータ変更部１１６によってスクランブリングコード
ＣＤの値が変更された場合、変更後の無線通信用パラメータを他の無線基地局に通知する
。
【００５８】
（２）制御ルータ２００Ａ
　図３は、制御ルータ２００Ａの機能ブロック構成図である。図３に示すように、制御ル
ータ２００Ａは、通信インタフェース部２０２Ａ～２０２Ｎ及び中継処理部２０４を備え
る。
【００５９】
　通信インタフェース部２０２Ａ～２０２Ｎは、無線基地局１００Ａ、１００Ｂ及び１０
０Ｄとの間の通信回線を接続する。
【００６０】
　中継処理部２０４は、通信インタフェース部２０２Ａ～２０２Ｎを介して送受信される
パケットの中継処理を実行する。特に、本実施形態では、中継処理部２０４は、無線基地
局１００Ａ～１００Ｄによって送受信される受信レベル要求通知や、受信レベルを示す情
報を含むパケットの中継処理を実行する。
【００６１】
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（無線基地局の動作）
　次に、上述した無線基地局１００Ｄの動作について説明する。具体的には、無線アクセ
スネットワークにおいて、無線基地局１００Ｄが新たに設置された場合の動作について説
明する。
【００６２】
　無線基地局１００Ｄは、当初設定したスクランブリングコードＣＤが無線基地局１００
ＡのスクランブリングコードＣＡと重複することを検出し、スクランブリングコードＣＤ

の値を変更する。
【００６３】
（１）動作フロー
　図４は、無線基地局１００Ｄの動作フロー図である。図４に示すように、ステップＳ１
０２において、新たに設置された無線基地局１００Ｄは、周波数などともに、下り方向の
スクランブリングコードＣＤを設定する。ここでは、無線基地局１００Ｄは、スクランブ
リングコードＣＤとして、ＳｃＣ＃１を設定する。
【００６４】
　ステップＳ１０４において、無線基地局１００Ｄは、設定したスクランブリングコード
ＣＤ（ＳｃＣ＃１）を用いて、共通制御チャネルＣＨＤの送信など、無線基地局としての
運用を開始する。
【００６５】
　ステップＳ１０６において、無線基地局１００Ｄは、セル１０Ｄ内に位置する移動局の
数が所定値以上であるか否かを判定する。
【００６６】
　セル１０Ｄ内に位置する移動局の数が所定値未満の場合（ステップＳ１０６のＮＯ）、
ステップＳ１０８において、無線基地局１００Ｄは、他の無線基地局（例えば、無線基地
局１００Ａ）から、移動局における共通制御チャネルＣＨＤの受信レベルを定期的に報告
する受信レベル要求通知を受信したか否かを判定する。
【００６７】
　受信レベル要求通知を受信した場合（ステップＳ１０８のＹＥＳ）、ステップＳ１１０
Ａにおいて、無線基地局１００Ｄは、セル１０Ｄ内に位置する移動局（例えば、移動局３
００Ａ）に、共通制御チャネルＣＨＤの受信レベルの定期的な報告を要求する受信レベル
要求通知を送信する。
【００６８】
　受信レベル要求通知を受信しない場合（ステップＳ１０８のＮＯ）、無線基地局１００
Ｄは、ステップＳ１０６からの処理を繰り返す。
【００６９】
　ステップＳ１１６Ａにおいて、無線基地局１００Ｄは、移動局から送信される共通制御
チャネルＣＨＤの受信レベルを示す情報及びスクランブリングコードの種別を取得する。
無線基地局１００Ｄは、取得した情報に基づいて、移動局における共通制御チャネルＣＨ

Ｄの受信レベルを観測する。
【００７０】
　ステップＳ１１８において、無線基地局１００Ｄは、移動局における共通制御チャネル
ＣＨＤの受信レベルが重複判定閾値２（図９参照）以下となるタイミングが、共通制御チ
ャネルＣＨＤの送信停止時と同期するか否かを判定する。
【００７１】
　一方、セル１０Ｄ内に位置する移動局の数が所定値以上の場合（ステップＳ１０６のＹ
ＥＳ）、ステップＳ１１０Ｂにおいて、無線基地局１００Ｄは、ステップＳ１１０Ａと同
様に、セル１０Ｄ内に位置する移動局（例えば、移動局３００Ａ）に、共通制御チャネル
ＣＨＤの受信レベルの定期的な報告を要求する受信レベル要求通知を送信する。
【００７２】
　ステップＳ１１２において、無線基地局１００Ｄは、他の無線基地局、例えば、無線基
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地局１００Ａ）が形成するセル１０Ａ（図５（ｂ）参照）内に位置する移動局（例えば、
移動局３００Ｂ）が受信した共通制御チャネルＣＨＡの受信レベルを示す情報の報告を、
当該他の無線基地局に要求する受信レベル要求通知を、他の無線基地局に送信する。
【００７３】
　ステップＳ１１４において、無線基地局１００Ｄは、所定の送信パターン、具体的には
、送信パターンＰ１にしたがって、共通制御チャネルＣＨＤを送信する。
【００７４】
　ステップＳ１１６Ｂにおいて、無線基地局１００Ｄは、ステップＳ１１６Ａと同様に、
移動局における共通制御チャネルＣＨＤの受信レベルを観測する。
【００７５】
　ステップＳ１２０において、無線基地局１００Ｄは、共通制御チャネルＣＨＤの送信停
止時における移動局の受信レベルが重複判定閾値１以上か否かを判定する。
【００７６】
　共通制御チャネルＣＨＤの受信レベルが重複判定閾値２以下となるタイミングが、共通
制御チャネルＣＨＤの送信停止時と同期する場合（ステップＳ１１８のＹＥＳ）、または
共通制御チャネルＣＨＤの送信停止時における移動局の受信レベルが重複判定閾値１以上
である場合（ステップＳ１２０のＹＥＳ）、ステップＳ１２２において、無線基地局１０
０Ｄは、新たなスクランブリングコードに変更する。具体的には、無線基地局１００Ｄは
、スクランブリングコードＣＤの値を、近隣の何れの無線基地局においても用いられてい
ないＳｃＣ＃４に変更する。
【００７７】
　ステップＳ１２４において、無線基地局１００Ｄは、近隣の無線基地局（無線基地局１
００Ａ～１００Ｃ）に、新たなスクランブリングコード（ＳｃＣ＃４）を通知する。
【００７８】
　一方、共通制御チャネルＣＨＤの受信レベルが重複判定閾値２以下となるタイミングが
、共通制御チャネルＣＨＤの送信停止時と同期しない場合（ステップＳ１１８のＮＯ）、
または共通制御チャネルＣＨＤの送信停止時における移動局の受信レベルが重複判定閾値
１未満である場合（ステップＳ１２０のＮＯ）、無線基地局１００Ｄは、スクランブリン
グコードの重複検出動作を終了する。
【００７９】
（２）具体的な動作例
　次に、上述した無線基地局１００Ｄの具体的な動作例について説明する。図５（ａ）は
、近隣の無線基地局、具体的には、無線基地局１００Ａ及び無線基地局１００Ｄが同一の
スクランブリングコード（を用いており、無線基地局１００Ｄが、送信パターンＰ１（図
６参照）にしたがって共通制御チャネルＣＨＤをセル１０Ｄ内に位置する移動局３００Ａ
に送信している状態を示す。
【００８０】
　図５（ｂ）は、無線基地局１００Ａ及び無線基地局１００Ｄが同一のスクランブリング
コードを用いており、無線基地局１００Ａが、共通制御チャネルＣＨＡを、セル１０Ａ内
に位置する移動局３００Ｂに連続して送信している状態を示す。
【００８１】
　図５（ｃ）は、無線基地局１００Ａ及び無線基地局１００Ｄが異なるスクランブリング
コードを用いており、無線基地局１００Ｄが、送信パターンＰ１（図６参照）にしたがっ
て共通制御チャネルＣＨＤをセル１０Ｄ内に位置する移動局３００Ｎに送信している状態
を示す。
【００８２】
　また、上述したように、無線基地局１００Ａ～１００Ｄは、図６に示すように、送信パ
ターンＰ１を共通して保持し、送信パターンＰ１にしたがって、共通制御チャネル（共通
制御チャネルＣＨＡ～ＣＨＤ）を送信することができる。さらに、上述したように、共通
制御チャネルの送信停止が継続される時間は、図７に示すように、移動局が無線基地局の
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セル外に移動したと判定するまで（図中のタイミングｔ１）の時間、または移動局が他の
無線基地局を介した通信に移行すると判定するまでの時間（図中の区間Ｓ１）よりも短く
設定される。
【００８３】
　図８は、図５（ａ）に対応する。具体的には、図８は、無線基地局１００Ｄから、送信
パターンＰ１にしたがって送信される共通制御チャネルの送信レベルと、移動局３００Ａ
が受信する共通制御チャネルの受信レベルとを示す。
【００８４】
　無線基地局１００Ｄは、共通制御チャネルＣＨＤの送信停止時における移動局３００Ａ
の受信レベルが重複判定閾値１以上（図中のサークルＣＲ１部分）である場合、スクラン
ブリングコードＣＤが他の無線基地局（例えば、無線基地局１００Ａ）と重複していると
判定する。
【００８５】
　図９は、図５（ｂ）に対応する。具体的には、図９は、無線基地局１００Ａから連続し
て送信される共通制御チャネルの送信レベルと、移動局３００Ｂが受信する共通制御チャ
ネルの受信レベルとを示す。
【００８６】
　無線基地局１００Ｄは、無線基地局１００Ａが共通制御チャネルＣＨＡを連続して送信
している間において、セル１０Ａ内に位置する移動局３００Ｂの受信レベルの受信パター
ンＰ２が、送信パターンＰ１と一致する場合、スクランブリングコードＣＤが無線基地局
１００Ａと重複していると判定する。具体的には、無線基地局１００Ｄは、移動局３００
Ｂの受信レベルが重複判定閾値２以下となるタイミングが、共通制御チャネルＣＨＤの送
信停止時と同期する場合、スクランブリングコードＣＤが他の無線基地局と重複している
と判定する。なお、移動局３００Ｂの受信レベルは、無線基地局１００Ａから無線基地局
１００Ｄに送信される。
【００８７】
　図１０は、図５（ｃ）に対応する。具体的には、図１０は、無線基地局１００Ｄから、
送信パターンＰ１にしたがって送信される共通制御チャネルの送信レベルと、移動局３０
０Ｎが受信する共通制御チャネルの受信レベルとを示す。
【００８８】
　共通制御チャネルＣＨＤの送信停止時における移動局３００Ｎの受信レベルが重複判定
閾値１未満（図中のサークルＣＲ２部分）である場合、スクランブリングコードＣＤが無
線基地局１００Ａと重複していないと判定する。
【００８９】
　なお、無線基地局１００Ａと無線基地局１００Ｄとが異なるスクランブリングコードを
用いており、共通制御チャネルを送信している無線基地局（例えば、無線基地局１００Ｄ
）のセル１０Ｄ内に移動局が位置する場合でも、当該共通制御チャネルの受信パターンが
当該共通制御チャネルの送信パターンと同期しなければ、無線基地局は、スクランブリン
グコードは重複していないと判定する。
【００９０】
（作用・効果）
　無線基地局１００Ａ～１００Ｄによれば、移動局が受信した共通制御チャネルの受信レ
ベルと、送信パターンＰ１とに基づいて、スクランブリングコードが他の無線基地局と重
複しているか否かが判定される。なお、移動局による共通制御チャネルの受信レベルの測
定は、移動局の既存機能を用いて実現できる。
【００９１】
　このため、無線基地局ごとに割り当てられるスクランブリングコードの重複を検出する
機能を移動局に具備することなく、無線通信用パラメータが他の無線基地局と重複してい
ることを検出することができる。
【００９２】
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　無線基地局１００Ａ～１００Ｄによれば、スクランブリングコードが他の無線基地局と
重複していると判定された場合、スクランブリングコードの値が自動的に変更される。こ
のため、無線基地局の運用者によるスクランブリングコードの設定作業を回避できる。さ
らに、計算機を用いたシミュレーションによるスクランブリングコードの割り当てを必ず
しも行わなくてもよい。
【００９３】
　無線基地局１００Ａ～１００Ｄによれば、スクランブリングコードの値が変更された場
合、変更後のスクランブリングコードが他の無線基地局に通知される。他の無線基地局は
、スクランブリングコードの重複割り当てが回避されたことを速やかに認識できる。この
ため、当該他の無線基地局によって、不要なスクランブリングコードの変更が行われるこ
とを回避できる。
【００９４】
　また、送信パターンＰ１では、共通制御チャネルの送信と、共通制御チャネルの送信停
止とが繰り返される。このため、無線基地局は、共通制御チャネル信号が変調された無線
信号の送信レベル（送信電力）を変化させる場合よりも、移動局の受信レベルが送信パタ
ーンＰ１と一致するか否かを容易に判定することができる。
【００９５】
　さらに、共通制御チャネルの送信停止が継続される時間は、移動局がセル外に移動した
と判定するまでの時間、または移動局が他の無線基地局を介した通信に移行すると判定す
るまでの時間よりも短い。このため、共通制御チャネルの送信が停止されることによって
、移動局がセル外に移動したと誤判定したり、移動局が他の無線基地局を介した通信に移
行すると誤判定したりすることを防止できる。
【００９６】
　無線基地局１００Ａ～１００Ｄによれば、他の無線基地局が共通制御チャネルを連続し
て送信している間において、当該他の無線基地局によって形成されるセル内に位置する移
動局の受信レベルのパターンが、送信パターンＰ１と一致する場合、スクランブリングコ
ードが当該他の無線基地局と重複していると判定される。このため、自局ではなく、他の
無線基地局によって形成されるセル内に位置する移動局の受信レベルに基づいて、スクラ
ンブリングコードが他の無線基地局と重複しているか否かを判定することができる。
【００９７】
　無線基地局１００Ａ～１００Ｄによれば、セル内に位置する移動局の数が所定数以上に
なった場合、送信パターンＰ１にしたがって共通制御チャネルが送信される。このため、
共通制御チャネルの送信レベル（送信電力）を変化させる機会を、所定数以上の移動局か
ら共通制御チャネルの受信レベルを観測することによって、より精度よよくスクランブリ
ングコードの重複を判定できる場合のみに限定することができる。
【００９８】
（その他の実施形態）
　上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の
一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開
示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
【００９９】
　例えば、上述した本発明の実施形態では、移動局３００Ｂの受信レベルが重複判定閾値
２以下となるタイミングが、共通制御チャネルＣＨＤの送信停止時と同期する場合（図９
参照）、スクランブリングコードＣＤが他の無線基地局と重複していると判定した。しか
しながら、重複判定閾値２に代えて、受信レベルの変化のパターンが、所定のパターンに
マッチングするか否かを判定することによって、スクランブリングコードＣＤが他の無線
基地局と重複していると判定してもよい。
【０１００】
　上述した実施形態において無線基地局１００Ｄに備えられていたパラメータ変更部１１
６やパラメータ通知部１１８は、必ずしも備えられていなくても構わない。この場合、ス
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運用者、または他のシステムによって行ってもよい。
【０１０１】
　また、共通制御チャネルの送信パターンは、図６に示した送信パターンＰ１に限られず
、送信レベルを変化させるパターンであってもよい。さらに、共通制御チャネルの送信停
止が継続される時間は、必ずしも図７に示した区間Ｓ１より短くなくても構わない。
【０１０２】
　また、上述した実施形態では、ＣＤＭＡを用いる無線通信システムにおいて、周辺ゾー
ンテーブルに下り方向のスクランブリングコードが含まれていることを前提としている。
しかしながら、本発明の適用範囲は、ＣＤＭＡを用いる無線通信システムに限定されない
。例えば、本発明は、ＴＤＭＡを用いる無線通信システムやＦＤＭＡを用いる無線通信シ
ステムにも適用することができる。すなわち、ＴＤＭＡでは、新たに設置される無線基地
局が報知する周辺ゾーンテーブルに下り方向のタイムスロットが含まれる場合、また、Ｆ
ＤＭＡでは、新たに設置される無線基地局が報知する周辺ゾーンテーブルに下り方向の周
波数帯域が含まれる場合についても同様に、周辺ゾーンテーブルの内容を自動的に変更す
ることができる。
【０１０３】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の実施形態に係る無線アクセスネットワークの概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック構成図である。
【図３】本発明の実施形態に係る制御ルータの機能ブロック構成図である。
【図４】本発明の実施形態に係る無線基地局の動作フロー図である。
【図５】本発明の実施形態に係る無線基地局の動作を説明する説明図である。
【図６】本発明の実施形態に係る共通制御チャネルの送信パターンの一例を示す図である
。
【図７】本発明の実施形態に係る移動局が在圏する無線基地局から送信される共通制御チ
ャネルの受信レベルの一例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態に係る無線基地局が無線通信用パラメータの重複を検出する動
作を説明する説明図である。
【図９】本発明の実施形態に係る無線基地局が無線通信用パラメータの重複を検出する動
作を説明する説明図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る無線基地局が無線通信用パラメータの重複を検出する
動作を説明する説明図である。
【符号の説明】
【０１０５】
１０Ａ，１０Ｄ…セル、１００Ａ～１００Ｄ…無線基地局、１０２…送信部、１０４…受
信部、１０６…重複判定部、１０８…受信レベル観測部、１１０…送信レベル決定部、１
１２…受信レベル要求通知部、１１４…共通制御チャネル送信部、１１６…パラメータ変
更部、１１８…パラメータ通知部、２００Ａ，２００Ｂ…制御ルータ、２０２Ａ～２０２
Ｎ…通信インタフェース部、２０４…中継処理部、３００Ａ，３００Ｂ，３００Ｎ…移動
局、ＣＡ～ＣＤ…スクランブリングコード、ＣＨＡ～ＣＨＤ…共通制御チャネル
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